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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ（カルヤン・バネルジー） 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱   （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和    小林玲子 会員 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 小林玲子会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様 

社会福祉法人元気村 夢工房翔裕園 

 施設長 百合川祐司様 

地区協議会報告 

ロータリー財団 馬場知行部門長 

委員会報告 

次年度新世代部門 間室照雄部門長 

次年度広報・情報委員会 加藤文男委員長 

20周年特別委員会 山口光男委員長 

 小畑正勝委員 

出席報告 仁見惠美子委員 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 955回例会 2012年 4月 25日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、前回の

例会で中国は（世界の工場）と

して君臨してきましたが、最近

では供給国としてではなく、世

界中で最先端の高齢化社会

を迎える国、特に富裕層をターゲットとして諸々

の企業が中国に参入している。ただ一時の勢

いはなくなったが、これからも世界の工場として

あり続ける。一部このようなことを述べたと思いま

す。 

昨日テレビドキュメントを見ていましたら、今

日本のアセンブルメーカーに供給する部品メー

カーの主な業種はまず第一に自動車、コンピュ

ーター等 IT 関連パーツがあります。アップルの

iPadは有名すぎるほど有名ですが、この商品に

占めるに日本企業の部品数は相当数あるらし

いですが、日本企業の利益は iPadの利益全体

の数パーセントらしいです。またある自動車部

品メーカーのことですが、この中堅企業はある

部分に関しての品質は当然ですが世界トップの

技術力を持っているそうです。欧州のプレミアム

カーと言われる自動車メーカーにも納入してい

るようです。この企業の業績をみると数年で 3割

から 4 割程度落ちているようです。このような企

業が日本には数社あるとのことでした。これはど

のような事かと言いますと、もはやパテントを有

し唯一トップ技術を持ってしていてもグローバル

の世界では通じないと言うことです。それで次

のステップですが、廃業か国外に出て行くかの

二者択一になる訳です。我々のような零細企業

は当然ですが、中堅企業でさえも、人的資源、

財務、その他のノウハウの面で単独進出は非常

に厳しいのが現実です。 

そこである自動車メーカーの役員であった人

の話になります。この方は中国進出時の担当役

員であったようです。この方が核となり中国のあ

る自治体とタイアップして大規模な部品供給基

地をその自治体に作る構想で、すでに一部完

成しているようです。 

3 年間は工場賃貸を無料にして、その後も格

安のコストで受け入れるようです。日本の中国

進出、中国内でその自治体の一大基地として

諸々の面でのアドバンテージ、双方の利益が一

致した結果の実現のようです。初年度は 30 社

程度を受け入れ、数年後は 300～400社程度の

規模の構想です。その方のおっしゃるには一匹

のアジやイワシではすぐにサメやマグロに食わ

れるが、大群となって一個の巨大な生命体にな

れば勝ち残れるとの事でした。この構想を聞き

ますと明日があると思います。 

5 月 13 日は言うまでもなくわがクラブの創立

20 周年記念式典日です。何度も申し上げます

が、当日はお客様をメンバーひとりひとりが心か

ら迎えてください。 

宜しくお願いします。 

幹事報告            石井英男 幹事 

皆様こんにちは。ザ．ハッピー

水曜日。鴻巣水曜ロータリークラ

ブにようこそ、参加ありがとうござ

います。 

ふれあい鴻巣ウォーキングの

企業協賛金は、本日 25日までとなっています。

財務委員まで用意してください。 

尚、明日 26 日 鴻巣社会福祉センターにて

PM 6：30より鴻巣市レク協と鴻巣水曜RCとの合

同実行委員会が開催されます。 

本日第 2770地区、第 5グループ会長幹事会

が上尾市内で PM 6:30 より上尾北ロータリーク

ラブ主幹で会議があります。 

来月（5 月）は鴻巣水曜ロータリークラブの大

きいイベント 

 5月 13日（日） 創立 20周年記念式典 

 5月 27日（日） ふれあい鴻巣ウォーキング 

があります。 

会員の皆さんで協力しあい頑張りましょう。 
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お客様 

社会福祉法人元気村 夢工房翔裕園  

施設長 百合川祐司 様 

社会福祉法人元気村 夢工

房翔裕園 百合川と申します。 

当施設は、障害者の就労支

援施設として平成 22 年 5 月に

鴻巣市下谷にオープンし今年

で 3年目を迎えます。当園では、障害者の方々

に内職作業、コンピューター教室や「あおぞら

ベーカリー」という店舗をかまえ、日々パンの製

造と移動販売を行っております。 

このたび、第 19回ふれあい鴻巣ウォーキング

においてパンの移動販売を実施させていただ

きますので宜しくお願いいたします。 

地区協議会報告 

次年度ロータリー財団部門 馬場知行 部門長 

先日の地区協議会の報告を

いたします。ロータリー財団は、

年次寄付が例年同様 1 人 200

ドル、ポリオプラスが 30 ドルとな

り合計で 230 ドル。ベネファクタ

ーが 1人で 1000 ドルです。おかげさまで、鴻巣

水曜ロータリークラブは毎年目標をクリアしてい

ます。 

3年前の大塚ガバナー年度も 100％達成して

いますので、補助金申請すればいただけること

になっています。ただし、申込み期限が 4 月 30

日となっていますので次年度会長・幹事で検討

しています。間室会員より提案があるようです。 

現在、26 クラブが申請しているそうです。

100％クリアクラブが 39 クラブあります。次年度

は申請があればすべて補助金の支給できると

のことです。金額は、予算をクラブ数で割るので

10万円ぐらいになる予定です。 

寺澤銀三 次年度会長 

今晩、うちでいいお酒が

入ったのでいらして下さい。

今月 30 日より津田さんと国

際大会に行ってきます。そ

のため、2日・9日の例会は

欠席します。お土産を楽し

みにして下さい。 

委員会報告 

次年度新世代部門     間室照雄 部門長 

車椅子介助ボランティア養成講座の開催について 

1. 趣旨： ふれあい鴻巣ウォー

キングにおいて、お年寄りや

身体の不自由な方の参加を

助けるため、鴻巣市立北中

学校の生徒を対象に､車椅

子の操作方法に関する講習会を実施してき

た。そして、ウォーキング当日には 5ｋｍ以上

の距離を操作して戴き大変喜ばれている。し

かしこの介助は誰でもすぐに出来るものでは

なく、安全性や被介助者の恐怖感を和らげ

る操作が必要である。 

一般社会では、車椅子を利用する方が増

えており、今後ますます増えることが予想さ

れ、車椅子介助の必要も増える傾向にある。

そこで、市内中学生を対象に、車椅子介助

ボランティア養成講座を開設する。 

2. 事業計画案 

① 市内中学校に対し車椅子介助ボランティ

ア養成講座の趣旨を説明し、理解を戴いた

学校に対して、希望する生徒を募集して講

座を開設する。 

② 車椅子の介助方法についての指導は､鴻

巣市社会福祉協議会・ボランティア担当の

方を通して､指導して戴く。 

③ 実技に必要な車椅子、生徒に対する飲料

水、その他必要な費用は鴻巣水曜ロータリ

ークラブ新世代部門より支出する。 



4 / 6 

 

 
 

④ 実施は賛同戴いた､市内の中学校 3 校程

度とし、生徒数は各校 15名程度とする。(希

望者を募る) 

⑤ 車椅子は 6台購入し、全講座修了後は各

校に 2台ずつ寄贈する。 

各校に於いて、継続的に希望する生徒に

対し､指導が出来るようにする為である。 

3. 資金計画案 

① 車椅子購入費用 3万円×6台 18万円 

② 認定証 記念品 雑費  7万円 

合計 25万円 

（地区補助金及びニコニコ BOX をこれに当て

る。）講習会修了者には修了証と記念品を贈呈

する。（贈呈式を行う） 

次年度広報・情報委員会  加藤文男 委員長 

 

2012-13 年度ホームページ会員の広場情報

入力依頼の件 

 陽春の候、皆様方におかれましてはますま

すご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 次年度地区広報部門より標記の依頼が届

いております。 

（趣旨） 

 各クラブメンバーだけでなく地区全メンバー

の親睦、親交をはかる。 

 会員が事業活動をする時の一助になるデ

ータベースを作成する。 

 「クラブ内には自分の目的とする会員がい

ない、ある地区で事業をしたいがこの地区のメ

ンバーに協力をお願いしたい、等々・・・。」 

（運用方法） 

 会員の広場情報は会員のみがアクセス閲

覧できます。 

 （会員に固有のパスワードを与えそれをイン

プットしないとアクセス不可） 

 尚、ホームページ自体は全ての人がアクセ

スできます。 

（情報掲載の有無） 

 個人情報の性格上「別紙を参照」この情報

の掲載は会員個人の判断に依頼します。あくま

でも主体は会員個人です。載せない項目は該

当欄に(載せない)の標記を願います。画像は年

度計画書の画像を使う予定です。「希望の写真

があれば加藤まで」 

納期 5月 9日までにお願いします。  

ファックス番号 048-542-7453 加藤迄 

E-mailアドレス takimaromsf@hotmail.co.jp 

尚、E アドレスのある方にはメール配信をしま

すのでメールでの返信をお願いします。情報量

として一人当たり原稿用紙3枚以上になります。

できるだけデジタルデータ「メール」でお願いし

ます。ご理解、御協力をお願いします。 

創立 20周年記念特別委員会 

山口光男 実行委員長 

創立 20 周年記念式典が

あと 2 週間と迫っています。

皆さんには、実行委員会組

織図と進行表（行動計画）を

配ってあります。組織図で自

分の部会がどこか役割分担

の確認をしていただきたいと思います。 

当日は、クレアに 11 時に集合して、3F の中

会議室を会員の控室として利用して下さい。12

時に昼食、1 時より作業を開始します。駐車場

は、市役所か陸上競技場を利用して下さい。会

員を含め 110名の参加です、皆さまの協力をお

願いします。 

mailto:takimaromsf@hotmail.co.jp
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小畑正勝 式典部会長 

今日、式典プログラムが

出来上がってきました。会

員の皆さん、それぞれの役

割を確認下さい。皆さんに

提出頂いた「会員とロータ

リー」の映像は、出来上が

りました。プログラム内に会員紹介をさせていた

だきます。プログラム内に物故会員へ黙祷が入

ります。当日は笑顔で通そうと思います。皆さん

よろしくお願いします。 

出席報告         仁見惠美子 委員 

 

 

 本日 修正 

 4月 25日 4月 18日 4月 11日 

 955回 954回 953回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 18 14 15 

欠 席 数 12 16 15 

例会出席率 60％ 46.67% 50% 

Ｍ Ｕ 数 4 8 6 

合計出席数 22 22 21 

出 席 率 73.33％ 73.33％ 70.％ 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 439,700 円

本 日 の 合 計 17,000 円

次回繰越金合計 456,700 円  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

皆さんは相撲に興味がありますか？井筒部

屋はご存知ですか？鶴竜が今月場所より大関

になります。井筒親方（逆鉾、鶴ケ嶺）は、もろ

差しの名人と呼ばれ、玄人好みの相撲をとって

いました。鶴竜はその伝統を引き継いでいます。

井筒部屋付き行司が木村庄之助に昇進しまし

た。 

中学卒業後から修行して掴んだ栄光です。

枕崎(鹿児島)出身の会でお会いしましたが、物

静かなすてきな紳士でした。          SI 

個人スマイル 

長谷川信子会員…あおぞらベーカリーの応援よろしく！ 

スマイル 1  創立 20周年記念式典、近づきました。ご来賓

の皆様を心からお迎えしましょう。 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男会員・間室

照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・

石井英男会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・小林 功

会員・田邊 聖会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 2日 

（水） 

第 956回通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

花チャリティ 

5月 9日 

（水） 

第 957回通常例会 

クラブ協議会 

創立 20周年記念式典打ち合わせ 

5月 13日

（日） 

第 958回移動例会 

創立 20周年式典 クレア鴻巣 

会員集合AM11時･式典PM3時～ 

5月 16日

（水） 
振替休会 

5月 17日

（木） 

第 959回移動例会  

鴻巣フラワーセンターPM6時集合 

ふれあい鴻巣ウォーキング決起大

会 

5月 23日

（水） 
振替休会 

5月 26日

（土） 

第 19 回ふれあい鴻巣ウォーキング

準備作業日ＰＭ1時集合 

5月 27日

（日） 

第 960回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング実施日 

鴻巣陸上競技場 

5月 30日

（水） 
振替休会 

クラブ会報委員会 

委員長  小林玲子     副委員長  井上脩士 

委  員 柿沼洋一 間室照雄 山口光男 小林功 


